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小山市新型コロナウイルスの取組みについて
～希望者への新型コロナワクチン接種完了の見込み～



記者会見資料 

保健福祉部 健 康 増 進 課 

（担当 福原 ２２－９５２１） 

１．件 名 

小山市新型コロナウイルスの取組みについて 

～希望者への新型コロナワクチン接種完了の見込み～ 

２．趣 旨 

  小山市内における新型コロナウイルスワクチンの接種は、１１月５日現在、市の集計で

は、1 回目接種者は 1２９,５８５人（対象者の８５．７４％）、2 回目接種者は１１５，２８５人

（対象者の７６．２７％）※となっております。先月中旬から集団接種予約の一部に空きが

出始めており、今月末までに希望者へのワクチン接種を完了できる見込みとなりました。 
※栃木県 1１月７日発表 1回目 1３１,５５９人（７８．３６％）、2回目１１７，２２５人（６９．８２％） 

年齢 １回目接種率 ２回目接種率 

１２歳～１９歳 ７５．９２％ ５６．９６％ 

２０歳～２９歳 ７４．６７％ ５８．２６％ 

３０歳～３９歳 ７８．６１％ ５９．９４％ 

４０歳～４９歳 ８３．０９％ ７２．４９％ 

５０歳～５９歳 ９０．８７％ ８３．８５％ 

６０歳～６４歳 ８９．４３％ ８６．４４％ 

６５歳以上 ９４．８５％ ９３．５６％ 

合計 ８５．７４％ ７６．２７％ 

３．内 容 

（１）１回目のワクチン接種未対応者について 

 個別接種医療機関にてワクチン接種をご予約いただけます。 

※集団接種での１回目のワクチン接種は１１月８日（月）で終了しており、今後予定して

いるワクチン接種は、集団接種において接種した方の２回目の日程となります。 

（２）追加接種（３回目接種）について 

３回目のワクチン接種については、国から、２回目のワクチン接種完了から概ね８ヵ

月以上経過後に１回の追加接種を行うとの方針が出されました。この方針に沿って、

本市では２回目のワクチン接種完了月から概ね８ヵ月経過後にワクチン接種ができる

ように接種券を発送し、市の集団接種および市内医療機関での個別接種での接種を

予定しています。 

２回目接種完了月 追加接種開始月 追加接種券発送予定 

令和３年３、４月 令和３年１２月（個別のみ） 令和３年１１月２２日頃 

令和３年  ５月 令和４年 １月（個別＋集団） 令和３年１２月上旬 

令和３年  ６月 令和４年 ２月（個別＋集団） 令和４年 １月上旬 

以降、接種開始月の前月上旬に発送予定 

１１月５日現在 
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令和３年第４回市議会定例会提出予定議案総括表 

 

○議 案   ２０件（議案第９９号～１１８号） 

・補正予算に関するもの              ４件（ ９９号～１０２号） 

 ・条例に関するもの                ８件（１０３号～１１０号） 

 ・指定管理者の指定に関するもの          ４件（１１１号～１１４号） 

 ・一部事務組合規約の変更に関するもの       １件（１１５号） 

 ・財産の取得に関するもの             １件（１１６号） 

 ・市道路線の認定に関するもの           １件（１１７号） 

・人事に関するもの                １件（１１８号） 

 

 

 

 

○報 告    ４件（報告第１５号～１８号） 

 ・専決処分の報告に関するもの           ４件（１５号～１８号） 
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議 案 番 号 件         名 

議案第９ ９号 

 

令和３年度小山市一般会計補正予算（第６号） 

地方自治法第２１８条第１項の規定により、小山市一般会計補正予算について、 

議会の議決を求めるもの 

補 正 予 算 額      １４億５，７４６万７千円 

補正後予算総額     ６８２億３，７９３万８千円 

○歳入内訳（単位:千円） 

・使用料及び手数料  １，００３ 

・国庫支出金   ２２８，４９３ 

・県支出金    １１７，１１１ 

・繰入金     ７０３，００６ 

・繰越金     １０７，２２３ 

・諸収入         ６３１ 

・市債      ３００，０００ 

○歳出内訳（単位:千円） 

・土地開発基金に属する土地の一般会計への 

所属替          ６９４，９６５ 

・国県負担金等過年度償還金 ２９８，２９４ 

・認定こども園施設型給付事業費 

２００，０００ 

・障がい児通所支援費     １００，１６７ 

・こども医療費扶助費     １００，０００ 

・コミュニティバス運営事業費 ３３，０００ 

・児童扶養手当給付費     ３０，０００ 

・職員給与費       ▲１１０，８４０ 

・その他          １１１，８８１ 

  

議案第１００号 

 

令和３年度小山市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

地方自治法第２１８条第１項の規定により、小山市国民健康保険特別会計補正予算

について、議会の議決を求めるもの 

補 正 予 算 額        ▲１，１２５万８千円 

補正後予算総額      １６０億３，７５４万２千円 

○歳入内訳（単位:千円） 

・繰越金       ▲１１，２５８ 

 

○歳出内訳（単位:千円） 

・国民健康保険事業費納付金  

▲１１，２５８ 

 

 
 

議案第１０１号 

 

令和３年度小山市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

地方自治法第２１８条第１項の規定により、小山市介護保険特別会計補正予算につ

いて、議会の議決を求めるもの 

補 正 予 算 額       ３億９，２５０万円 

補正後予算総額      １１７億３，０５０万円 

○歳入内訳（単位:千円） 

・国庫支出金      ７８，０００ 

・支払基金交付金  １０５，３００ 

・県支出金      ４８，７５０ 

・繰入金      １６０，４５０ 

 

 

 

 

 

 

○歳出内訳（単位:千円） 

・職員給与費         ２，５００ 

・居宅介護サービス等給付費 

            ３９０，０００ 
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議案第１０２号 

 

令和３年度小山市テクノパーク小山南部造成事業特別会計補正予算（第１号） 

地方自治法第２１８条第１項の規定により、小山市テクノパーク小山南部造成事業

特別会計補正予算について、議会の議決を求めるもの。 

 

○債務負担行為補正（変更）                  （単位:千円） 

事 項 
変更前 変更後 

期 間 限度額 期 間 限度額 

テクノパーク小山南部 

造成事業（道路工事） 
令和 4年度 150,000 令和 4年度 180,000 

     

 

 

議案第１０３号 

 

小山市勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

小山市公共施設等マネジメント推進計画及び第７次小山市行政改革大綱を推進す

るため、勤労者福祉会館（八幡町１丁目）を勤労青少年ホーム（犬塚３丁目）に移転・

集約するとともに、勤労者体育センター（犬塚３丁目）と合わせて、勤労者のための

複合施設「小山市勤労者総合福祉センター」を設置することから、同施設の設置及び

管理に関する事項を定めるため、条例を制定するもの 

(1)内 容 

 ア 設置（第１条関係） 

 イ 名称及び位置（第２条関係） 

 ウ 施設（第３条関係） 

 エ 事業（第４条関係） 

 オ 使用許可（第５条関係） 

 カ 利用の禁止又は制限（第６条関係） 

 キ 目的外使用及び権利譲渡の禁止（第７条関係） 

 ク 使用許可の取消し等（第８条関係） 

 ケ 使用料（第９条関係） 

 コ 使用料の減免（第１０条関係） 

 サ 原状回復の義務（第１１条関係） 

 シ 損害賠償（第１２条関係） 

 ス 指定管理者（第１３条関係） 

 セ 指定管理者が行う業務（第１４条関係） 

 ソ 利用料金（第１５条関係） 

 タ 指定管理者への適用（第１６条関係） 

 チ 委任（第１７条関係） 

 ツ 小山市勤労者福祉会館及び男女共同参画センター条例の一部改正（附則第４ 

項関係） 

 

(2)施行日  令和４年４月１日 

 

 

 

 

 

 

4



議案第１０４号 

 

小山市国民健康保険条例の一部改正について 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布により、令和４年１月１日以降の

社会保険における出産育児一時金の支給額が改定されることを受け、小山市国民健康

保険においても、同様の改正をするもの 

(1)内 容 

 ア 出産育児一時金の支給額について「４０万４，０００円」を 

「４０万８，０００円」に改める 

 

(2)施行日  令和４年１月１日 

 

議案第１０５号 

 

小山市敬老祝金条例の一部改正について 

本市においては、その年度において満７７歳、満８８歳、満９５歳、満１００歳又

は満１０１歳以上になる方に対し、件名の条例に基づき、敬老祝金を支給しているが、

今般の平均寿命の延伸を踏まえ、本市における敬老祝金の在り方について、学識経験

者等で構成される小山市敬老事業検討委員会で検討した結果、本市においては、満９

５歳及び満１０１歳以上の方への敬老祝金を廃止するとともに、満７７歳及び満８８

歳の方への敬老祝金の対象年齢の引き上げ等を行うこととしたため、件名の条例に所

要の改正をするもの 

(1)内 容 

 ア 祝金の種類について、「満９５歳祝金」及び「満１０１歳以上祝金」を廃止する 

 イ 祝金の種類について、「満７７歳祝金」を「満８０歳祝金」に、「満８８歳祝金」

を「満９０歳祝金」に改める 

 ウ 満１００歳祝金の額について「１０万円」を「５万円」に改める 

 エ 祝金の支給日について、日付指定を行っていたが、支給手続等を考慮し、支給

期間に幅を持たせる 

 

(2)施行日  令和４年４月１日 

 

 

 

議案第１０６号 

 

小山市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正について 

道路構造令の一部を改正する政令が平成３１年４月２５日、道路法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が令和２年１１月２５日に施行

されたことに伴い、道路法第３０条第３項の規定に基づき、道路構造令を参酌し、所

要の改正をするもの 

(1)内 容 

 ア 自転車通行帯の構造の技術的基準の規定を新設する 

 イ 前号の規定の新設に伴う文言の整理を行う 

 ウ 自転車道の設置要件として、設計速度が１時間につき６０キロメートル以上で

あるものを追加する 

 エ 歩行者利便増進道路の構造の技術的基準の規定を新設する 

 

(2)施行日  公布の日 
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議案第１０７号 

 

小山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について 

小山栃木都市計画の城山町三丁目第二地区地区計画が令和３年９月３０日付けで

決定されたことに伴い、所要の改正をするもの 

(1)内 容 

 ア 地区計画において地区整備計画が定められている区域に、城山町三丁目第二地

区地区整備計画区域を加える 

 イ 城山町三丁目第二地区地区整備計画の区域内における建築物の用途の制限、壁

面の位置の制限を定める 

 

(2)施行日  公布の日 

 

 

議案第１０８号 

 

小山市開発行為の許可基準に関する条例の一部改正について 

都市計画法及び都市計画法施行令における開発許可制度の見直しが、令和４年４月

１日に施行されることに伴い、所要の改正をするもの 

(1)内 容 

 ア 都市計画法（以下「法という」。）第３３条第３項の規定により、公園等の設置

が義務付けられる開発区域の面積の最低限度を０．３ヘクタールから１ヘクタ

ールに緩和する 

 イ 都市計画法施行令第２９条の９の規定により、条例区域から災害危険区域等を

除外するとともに、当該条例区域を客観的かつ明確に示し、簡易に閲覧できる

ようにするため、告示による条例区域の明確化を図る 

 ウ 法第３３条第１項第８号の規定により、自己業務用の施設が立地規制対象に加

わったこと等に伴い、条例区域内の環境の保全上支障があると認められる予定

建築物等の用途から業務の用に供する住宅等の除外を行うとともに、市長が別

に定める指定区域においての予定建築物等の用途制限の緩和を行う 

 

(2)施行日  令和４年４月１日 

 

 

議案第１０９号 

 

小山市立学校給食共同調理場設置条例の一部改正について 

令和４年４月１日より小山市立豊田南小学校及び小山市立豊田北小学校が統合さ

れ、小山市立豊田小学校となることに伴い、調理場の対象となる学校名を改める必要

があることから、所要の改正をするもの 

(1)内 容 

 ア 調理場の名称、位置及び対象学校を定める表中「小山市立羽川西小学校給食共

同調理場」の対象学校である「小山市立豊田南小学校」「小山市立豊田北小学

校」を「小山市立豊田小学校」に改める 

 イ 文言の整理等を行う 

 

(2)施行日  令和４年４月１日から施行する 

ただし、第２条の表小山市立萱橋小学校給食共同調理場の項及び小山

市立小山北学校給食共同調理場の項の改正規定は、公布の日から施行

する 
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議案第１１０号 

 

小山市土地開発基金条例の廃止について 

本市においては、公共若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得す

る必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを

目的として、件名の条例に基づき、小山市土地開発基金（以下「基金」という。）が設

置されたが、近年の長引く景気低迷により地価は下落傾向となっているため、平成２

８年度以降は基金による土地の取得はなく、今後の取得予定もないため、条例を廃止

するもの 

(1)内 容 

 ・小山市土地開発基金条例は、廃止する 

 

(2)施行日  令和４年２月１日 

 

 

議案第１１１号 

 

指定管理者の指定について 

小山市小山城南市民交流センター、小山市間々田市民交流センター及び小山市桑市

民交流センターの指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、提案するもの 

(1)公の施設の名称と指定管理者となる団体 

公の施設 区分 指定管理者となる団体 

小山市小山城南市民交流 

センター 
継続 

名称  あさひコミュニティ推進協議会 

代表者 会長 澤口 茂利 

所在地 小山市東城南４丁目１番地１２ 

小山市間々田市民交流セン

ター 
継続 

名称  特定非営利活動法人コミュニ 

ティままだ 

代表者 理事長 齋藤 榮一 

所在地 小山市大字間々田１９６０番地１ 

小山市桑市民交流センター 継続 

名称  特定非営利活動法人げんき 

フォーラム桑 

代表者 代表理事 柿崎 全良 

所在地 小山市大字羽川３６５番地１５ 

(2)指定の期間 

令和４（２０２２）年４月１日から令和７（２０２５）年３月３１日までの３年間 

 

議案第１１２号 

 

指定管理者の指定について 

小山市駅南児童センター及び小山市城北児童センターの指定管理者を指定するこ

とについて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、提案するもの 

(1)公の施設の名称と指定管理者となる団体 

公の施設 区分 指定管理者となる団体 

小山市駅南児童センター 

小山市城北児童センター 
継続 

名称  特定非営利活動法人アデット 

代表者 理事長 古川 勉 

所在地 小山市駅南町１丁目１２番３２号 

(2)指定の期間 

令和４（２０２２）年４月１日から令和７（２０２５）年３月３１日までの３年間 
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議案第１１３号 

 

指定管理者の指定について 

小山市学童保育館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、提案するもの 

(1)公の施設の名称と指定管理者となる団体 

公の施設 区分 指定管理者となる団体 

若木小学童保育館 

小山城南小第二学童保育館 

小山城北小第二学童保育館 

絹義務教育学校学童保育館 

継続 

名称  特定非営利活動法人 

小山市学童保育の会 

代表者 理事長 菊地 しげ子 

所在地 小山市大字神鳥谷２３２番地 

ファミール思川１０３号室 

小山城東小第三学童保育館 継続 

名称  小山城東小第三学童保育クラブ 

代表者 会長 櫻井 唯 

所在地 小山市城東１丁目１６番１号 

大谷北小第二学童保育館 継続 

名称  大谷北小第二学童保育クラブ 

代表者 会長 只木 幸代 

所在地 小山市犬塚５丁目６番地１２ 

(2)指定の期間 

令和４（２０２２）年４月１日から令和７（２０２５）年３月３１日までの３年間 

 

議案第１１４号 

 

指定管理者の指定について 

（仮称）小山市勤労者総合福祉センターの指定管理者を指定することについて、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により、提案するもの 

(1)公の施設の名称と指定管理者となる団体 

公の施設 区分 指定管理者となる団体 

（仮称）小山市勤労者総合

福祉センター 
新規 

名称  一般財団法人 小山市勤労者共

済サービスセンター 

代表者 理事長 浅野 正富 

所在地 小山市八幡町一丁目４番５号 

(2)指定の期間 

令和４（２０２２）年４月１日から令和７（２０２５）年３月３１日までの３年間 

 

議案第１１５号 

 

小山広域保健衛生組合規約の一部変更について 

小山市、下野市及び野木町の地域において、小山広域保健衛生組合が共同処理して

いる小山広域保健衛生組合規約第３条第１項第４号に規定する健康診断（結核検診）

に関する事務について、令和４年４月１日から下野市が独自に実施することになった

ことから、関係市町で小山広域保健衛生組合規約を変更する協議が必要となったた

め、地方自治法第２９０条の規定により、提案するもの 

(1)内 容 

・別表第３条第１項の規定により共同処理する事務に係る市町の、第３条第１項 

第４号に掲げる事務から下野市を削除する 

 

(2)施行日  令和４年４月１日 
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議案第１１６号 

 

財産の取得について 

令和４年４月開校予定の豊田小学校で必要な備品を購入することについて、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、提案

するもの 

 

・豊田小学校備品  購入金額 計２７，９１５，８００円 

 

(1)豊田小学校一般備品（机類） 

ア 購入金額  ４，２１６，３００円 

イ 購入先   株式会社 サイトウ 

ウ 購入方法  指名競争入札 

エ 納期    令和４年３月１５日 

 

 

(2)豊田小学校一般備品（椅子類） 

ア 購入金額  ４，２８４，５００円 

イ 購入先   株式会社 サイトウ 

ウ 購入方法  指名競争入札 

エ 納期    令和４年３月１５日 

 

(3)豊田小学校一般備品（戸棚類 家庭科室・図工室） 

ア 購入金額  ５，５００，０００円 

イ 購入先   株式会社 進駸堂販売 

ウ 購入方法  指名競争入札 

エ 納期    令和４年３月１５日 

 

(4)豊田小学校一般備品（戸棚類 理科室・音楽室） 

ア 購入金額  ６，１０５，０００円 

イ 購入先   株式会社 進駸堂販売 

ウ 購入方法  指名競争入札 

エ 納期    令和４年３月１５日 

 

(5)豊田小学校一般備品（戸棚類 校長室・職員室・その他諸室） 

ア 購入金額  ４，２９０，０００円 

イ 購入先   株式会社 進駸堂販売 

ウ 購入方法  指名競争入札 

エ 納期    令和４年３月１５日 

 

(6)豊田小学校一般備品（台類・諸車類・寝具類・雑器具類・被服用具類・事務用具類・

電気器具類・医療機器類） 

ア 購入金額  ３，５２０，０００円 

イ 購入先   株式会社 進駸堂販売 

ウ 購入方法  指名競争入札 

エ 納期    令和４年３月１５日 
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議案第１１７号 

 

市道路線の認定について 

 開発行為により市に帰属された道路等について、道路法第８条第２項及び第１０条

第３項により市道路線として認定するため、提案するもの 

(1)認定路線（２３路線） 

 ア 開発行為により市に帰属された道路            １８路線 

 イ 道路改良事業により認定する道路              ３路線 

 ウ 土地交換により小山市所有となった道路           ２路線 

 

(2)総路線数 ３，９３８路線（１，４３３．７ｋｍ） 

 

 

 

 

議案第１１８号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員の 古川 勉 氏、石川 弘 氏、山中 博美 氏、梅山 恵子 氏、

日向野 貞二 氏、栗原 千早 氏の６名は、令和４年３月３１日をもって任期満了

となるので、次の者を人権擁護委員候補者として推薦することについて議会の意見を

求めるもの 

(1)氏  名 古川 勉（ふるかわ つとむ）（９期目） 

(2)住  所 小山市駅南町１丁目１２番１号 

(3)生年月日 昭和２９年７月６日 

 

(1)氏  名 野口 隆夫（のぐち たかお）（１期目） 

(2)住  所 小山市大字中島１１２８番地１ 

(3)生年月日 昭和３１年４月１４日 

 

(1)氏  名 荒川 久雄（あらかわ ひさお）（１期目） 

(2)住  所 小山市大字間々田１６３０番地 

(3)生年月日 昭和２９年６月４日 

 

(1)氏  名 鈴木 和夫（すずき かずお）（１期目） 

(2)住  所 小山市大字喜沢６６０番地１８ 

(3)生年月日 昭和３１年６月１４日 

 

(1)氏  名 鈴木 史隆（すずき ふみたか）（１期目） 

(2)住  所 小山市大字横倉５番地１グランデ・ルガールＢ２０３ 

(3)生年月日 昭和３３年１２月３１日 

 

(1)氏  名 須賀 保典（すが やすのり）（１期目） 

(2)住  所 小山市大字下初田１１７０番地２ 

(3)生年月日 昭和２９年１２月１５日 
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報告第１５号 

 

専決処分の報告について 

 市道管理の瑕疵等により損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法第 

１８０条第１項の規定により専決処分を行ったので、報告するもの 

 

◇専決第５号（令和３年８月２０日専決） 

 令和３年６月７日 市内大字東黒田地内において、市道管理の瑕疵により通行中の

車両を損傷させたもの 

賠償額   ２，６７３円 

 

◇専決第８号（令和３年９月３日専決） 

 令和３年７月４日 市内大字横倉地内において、市道管理の瑕疵により通行中の車

両を損傷させたもの 

賠償額  ５４，１２０円 

 

◇専決第９号（令和３年９月３日専決） 

 令和３年７月４日 市内大字平和地内において、市道管理の瑕疵により通行中の車

両を損傷させたもの 

賠償額  ３８，５００円 

 

◇専決第１０号（令和３年９月６日専決） 

 令和３年６月２６日 市内大字南半田地内において、市道管理の瑕疵により通行中

の車両を損傷させたもの 

賠償額   ７，８００円 

 

◇専決第１１号（令和３年９月２２日専決） 

 令和３年７月５日 市内大字横倉地内において、市道管理の瑕疵により通行中の車

両を損傷させたもの 

賠償額  １０，０００円 

 

◇専決第１２号（令和３年９月２２日専決） 

 令和３年７月２０日 市内大字平和地内において、市道管理の瑕疵により通行中の

車両を損傷させたもの 

賠償額   ５，８７５円 

 

◇専決第１３号（令和３年１０月１４日専決） 

 令和３年１月２１日 市内大字向野地内において、市道管理の瑕疵により通行中の

自転車を転倒させたもの 

賠償額 ２８９，９２６円 

 

◇専決第１４号（令和３年１０月１４日専決） 

 令和３年９月６日 市内東城南地内において、市道管理の瑕疵により通行中の車両

を損傷させたもの 

賠償額   ２，０９４円 
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報告第１６号 

 

専決処分の報告について 

 市営住宅の明渡しと滞納使用料の支払いを求める訴えを提起するため、地方自治法

第１８０条第１項の規定により専決処分を行ったので、報告するもの 

 

◇専決第６号（令和３年８月２４日専決） 

(1) 件名 

   市営住宅の明渡し請求及び滞納家賃請求事件 

(2) 相手方（被告） 

 ア 小山市西城南５丁目２７番地３  

希望ヶ丘市営住宅 C棟８１号室   沼部 裕 

 イ 小山市大字出井１０３５番地４８  

東出井市営住宅 C棟７４２号室   三村 満征 

 ウ 小山市城北４丁目２番地１  

城北市営住宅 A棟６２２号室   （亡）松本 ミサ 

    相続人 

（ア） 小山市城北４丁目１０番地１２ 髙村 勝  

     （イ） 小山市城北４丁目１０番地１２ 髙村 礼子 

(3) 請求の要旨 

 ア 被告に対し、次に掲げる市営住宅からの退去及び明渡し、並びに未払住宅 

使用料の支払いを求める 

氏   名 退去、明け渡しを求める市営住宅 未 払 使 用 料 

沼部 裕 希望ヶ丘市営住宅 C棟８１号室 ２，２５３，３００

円 

三村 満征 東出井市営住宅 C棟７４２号室 ５，４０２，９００

円 

（亡）松本 ミ

サ 

相続人 

・髙村 勝 

・髙村 礼子 

城北市営住宅 A棟６２２号室 ８７６，７００円 

 イ 訴訟費用は、被告の負担とする 

 ウ ア・イの判決及び仮執行の宣言を求める 

(4) その他 

 本件については、必要に応じて上訴し、和解し、その他必要な措置を行うものとする 

 

報告第１７号 

 

専決処分の報告について 

 小山第一小学校敷地内の樹木が強風で倒れたことによる普通乗用車破損事故に関

して、損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法第１８０条第１項の規

定により専決処分を行ったので、報告するもの 

 

◇専決第７号（令和３年９月２日専決） 

 令和３年７月１１日 小山第一小学校敷地内北側の樹木が強風により倒れ、駐車中

の車両を損傷させたもの 

賠償額 ４７２，０００円 
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報告第１８号 

 

専決処分の報告について 

 消防本部が管理する山林に隣接する小山警察署職員駐車場で発生した枝落下によ

る普通乗用車破損事故に関して、損害賠償の額を定め和解することについて、地方自

治法第１８０条第１項の規定により専決処分を行ったので、報告するもの 

 

◇専決第１５号（令和３年１０月２５日専決） 

 令和３年７月３０日 消防本部が管理する山林の樹木の枝が強風により折れて落

下し、隣接する小山警察署職員駐車場に駐車中の車両を損傷させたもの 

賠償額 ４０９，２４６円 
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  記者会見資料 

消防本部 通信指令課 

（担当 野本 靖 ３９－６６６０） 

１． 件 名 

電話交換機メンテナンス工事に伴う１１９番通報の影響について 

～ １１９番通報が一時つながらない時間帯があります ～ 

 

２． 内 容 

   小山市消防本部からのお知らせです。 

ＮＴＴ東日本の電話交換機メンテナンス工事に伴い、１１９番通報が一時つながらな

い時間帯がありますので、ご注意下さい。 

日時は、令和３年１１月１２日（金）深夜１時４０分～２時００分までの時間帯のうち、

5分程度です。 

１１９番通報がつながらない場合は、携帯電話または光回線固定電話から代表電話

へお掛け直し下さい。 

代表電話の番号は、０２８５－３９－６６６０です。 

 

３． 周知方法  

小山市ホームページ、野木町ホームページ、市役所庁舎前デジタルサイネージ（電子

掲示板）、テレビ小山放送、おーラジ、Twitter、ＬＩＮＥ 

 

４． 問い合わせ先 

小山市消防本部 通信指令課 ０２８５－３９－６６６０ 
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